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“西日本最大級のIT展示会”

開催にあたって（主催者挨拶）Message

　私たちは、昭和 62 年から隔年で過去 17 回にわたり大規模な
IT 展示会を開催し、IT による地域経済の活性化のために努力して
参りました。昨年コロナ禍の影響により延期を余儀なくされ今回
は 3 年ぶりの開催となりますが、18 回目にあたる今回は、「ひろ
しま IT 総合展 2022 ～ DX、いま広島から新たな価値の創造を～」
と題し、125 ブースの IT 製品・サービスの展示、著名な講師に
よる講演会・セミナー、特設ステージイベント、同時開催イベン
トなどから構成される、西日本最大級の IT 総合イベントとして企
画いたします。

　世界は今、変革の真っただ中にあります。コロナ禍、ウクライ
ナ情勢など世界的な課題において、デジタル技術の加速的な活用
が進みました。メタバース、XR、AI、ビックデータ、IoT、Web3.0、ブロックチェー
ンといったイノベーションが、経済社会のありようを一変させようとしています。進化し
続ける IT テクノロジーによって人々の生活や価値観が一変するデジタル変革が進んでお
り、既存ビジネスの枠組みをデジタル技術の駆使によって新たな価値を創造する「DX（デ
ジタルトランスフォーメーション）※」という概念が浸透しつつあります。

　このような時代背景の中、私たちは広島でこのような大規模 IT 展示会を開催すること
で、多くの皆様に IT 分野の様々な先端技術や魅力的なサービスを身近に視て、聴いて、
体験していただく機会を提供いたします。このイベントにおいてこの地域の皆様の DX（デ
ジタルトランスフォーメーション）の芽となる活発な商談機会を提供できるものと確信し
ています。地方都市広島においてもデジタルトランスフォーメーションが進展し、地域社
会でのデジタル革新が起き、皆様の暮らしが一層豊かなものになりますことを祈念いたし
ております。

　皆様方のご協力、ご出展、展示会へのご来場を心よりお待ちしております。

※「デジタルトランスフォーメーション」とは…「IT の浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念。
2004 年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱したとされる。ビジネス用語としては「企業がテクノ
ロジーを利用して事業の業績や対象範囲を根底から変化させる」という意味合いで用いられる。

ひろしま IT 総合展 2022
実行委員会

実行委員長　上田 康博

（ ）一般社団法人
広島県情報産業協会

会長
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“西日本最大級のIT展示会”

日　時 ：10月20日㈭11：00～12：00
テーマ ：われわれ人間は賢くなったAIをいかに使いこなせばいいか
講　師 ： 松

ま つ

原
ば ら

 仁
ひとし

 氏　 東京大学次世代知能科学研究センター 教授
【概要】

　AIの3回目のブームもようやく落ち着きそうな段階になってきた。賢くなったAIに（いまでなくとも近い
将来に）できること、賢くなっても（まだしばらくの間は）AIにはむずかしいことが、明確になりつつある。人間とAIはそれ
ぞれ得意な部分を分担してそれぞれが役割を果たすことによってむずかしい問題に対処することができる。ここでは人間とAI
の共同作業の具体的な例をあげて説明し、賢くなったAIを道具として人間がさらなる高みに上るにはどうすればいいかを考え
る。

【略歴】
　1959年生まれ。1981年東京大学理学部情報科学科卒業。1986年同大学院工学系研究科情報工学専攻博士課程修了。工学
博士。同年通産省工業技術院電子技術総合研究所（現産業技術総合研究所）入所。
2000年公立はこだて未来大学教授。2014-2016年人工知能学会会長。2020年東京大学次世代知能科学研究センター教授。
2022年情報処理学会副会長。

B1

講演会 広島市南区民文化センター  2F  スタジオ（定員100名）

日　時 ：10月20日㈭13：20～14：50
テーマ ：DX時代到来！人工知能にどう向き合うか
講　師 ： 室

む ろ

山
や ま

 哲
て つ

也
や

 氏　日本科学技術ジャーナリスト会議 会長

日　時 ：10月20日㈭12：20～13：20
テーマ ：マツダのデジタル化、DX（MDI Projectについて）
講　師 ： 中

な か

谷
た に

 修
しゅう

二
じ

 氏　マツダ株式会社 MDI & IT本部 エンジニアリングシステム部 部長

【概要】
　人工知能（AI）はDX（デジタルトランスフォーメーション）の中核として、産業、医療、交通（自動運転）、
教育など、社会全体に革命を起こしつつあります。人類の未来は、AIによってどのように変わっていくのでしょうか？その問
いに答えるためには、AIのモデルとなっている、人間の脳の仕組みを理解する必要があります。人間中心の幸福な社会を、AI
を駆使してどのように創造していくのか。研究開発の最先端の動きや脳科学の成果を紹介しながら、人工知能開発の現状と課
題についてお話しします。

【略歴】
　1976年NHK入局。「ウルトラアイ」などの科学番組ディレクター、「クローズアップ現代」「NHKスペシャル」、ロボコンのチー
フプロデューサー、解説主幹を経て、2018年定年。科学技術、生命・脳科学、環境、宇宙工学などを中心に論説を行い、子供
向け科学番組「科学大好き土よう塾」（Eテレ）の塾長として科学教育にも尽力した。モンテカルロ国際映像祭金獅子賞・放送文
化基金賞・上海国際映像祭撮影賞・科学技術映像祭科学技術長官賞・橋田壽賀子賞ほか受賞多数。日本科学技術ジャーナリスト会
議会長。東京都市大学特別教授。政府委員多数。

【概要】
　マツダは自動車業界においてはスモールプレーヤーであり、競争を生き残るために積極的にデジタル化の
取組みを行ってきました。MDI（Mazda Digital Innovation）と呼ばれるデジタル化プロジェクトの進化・深化についてご紹
介します。

【略歴】
　1991年 マツダ株式会社に入社し現在に至るまでのほとんどを研究開発領域のシステム化を担うエンジニアリングシステム
部に所属。多くの実験システム、CAEシステム、MBDシステムの開発・導入を手掛けてきました。

A1

B2

基調講演 広島市南区民文化センター  2F  大ホール（定員500名）

講演会 広島市南区民文化センター  2F  スタジオ（定員100名）

※（要事前申込）

※（要事前申込）

※（要事前申込）

10月20日
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日　時 ：10月20日㈭14：50～16：20
テーマ ：予測不能の時代： データが明かす生き方、企業、そして幸せ
講　師 ： 矢

や

野
の

 和
か ず

男
お

 氏　株式会社日立製作所 フェロー／株式会社ハピネスプラネット 代表取締役CEO
【概要】

　予測不能の時代である。予測不能な変化に立ち向かうのは楽ではない。だから前向きな精神的エネルギー
が必要である。しかし、変化に前向きに立ち向かうのは、それに見合うやりがいと成長と生産性と創造性を伴うものである。
これを可能にするのが誰もがもつ「オプティミズム」である。最先端のテクノロジーにより収集した1000万日を越えるデータ
で幸せで生産的な人間・組織を研究し、著書『予測不能の時代』に綴った。講演では、この新時代の人と組織、そしてマネジメ
ントの姿を論ずる。

【略歴】
　1984年早大修士卒。日立製作所入社。1993年単一電子メモリの室温動作に世界で初めて成功し、ナノデバイスの室温動作
に道を拓く。
2004年からビッグデータ解析とウエアラブル技術を先行研究。論文被引用件数は4500件、特許出願350件を越える。
開発した多目的AI「H」は、物流、金融、流通、鉄道など分野に適用され、産業分野へのAI活用を牽引した。
身体運動から幸福感を定量化する技術を開発し、2020年に株式会社ハピネスプラネットを設立。
2020 IEEE Frederik Phillips Awardなど国際的な受賞多数。
著書『データの見えざる手』に続き、2021年『予測不能の時代』を上梓。
博士（工学）。IEEE Fellow。東京工業大学大学院特定教授。

B3

講演会 広島市南区民文化センター  2F  スタジオ（定員100名）

※（要事前申込）

日　時 ：10月21日㈮10：30～11：30
テーマ ：IoTとビッグデータが作りだすデジタルツインによるDXとメタバース
講　師 ： 西

に し

脇
わ き

 資
も と

哲
あ き

 氏　 日本マイクロソフト株式会社 エバンジェリスト・業務執行役員
【概要】

　社会のあらゆるものがインターネットにつながるIoT。特に工場や装置、工作機械から車両まであらゆるも
のがインターネットに接続され、ビッグデータがもたらされることでデジタルツインが実現できるようになります。このデジ
タルツインこそがインダストリアルメタバースの世界の入り口となるのです。AI・人工知能も活用しながら行う最新のデジタル
トランスフォーメーションの取り組みのいくつかをご紹介させていただきます。

【略歴】
　マイクロソフトの業務執行役員であり、多くの最新テクノロジーを伝え広めるエバンジェリスト。

「エバンジェリスト」とはわかりやすく製品やサービス、技術を紹介する職種。
他にコミュニケーションやデモンストレーションといった分野での講演や執筆活動も行い、製造業、金融業、官公庁、教育機
関などでのプレゼンテーション講座を幅広く手がける。
著書に「エバンジェリストの仕事術」、「プレゼンは“目線”で決まる」などがある。

A2

特別講演 広島市南区民文化センター  2F  大ホール（定員500名）

※（要事前申込）

10月20日、21日

日　時 ：10月21日㈮11：50～12：50
テーマ ：DATAのビジネス活用で、できること／できないこと
講　師 ： 酒

さ か

巻
ま き

 隆
りゅう

治
じ

 氏　The ROOM4D株式会社 代表取締役
【概要】

　DATAをビジネスに活かすには確率統計など数学の学習が必要でしょうか？ DATAをビジネスに活かすに
はPythonやシステムの習得が必要でしょうか？ DATAをビジネスに活かすにはビジネスのドメイン知識が必要でしょうか？
答えはすべて必要です。ただ全てを1人がもっていることは相当に稀です。ほぼ不可能に近い状態です。そこでこれらの3要素
をもつ人々が力を合わせてDATAをビジネスに活かしていく方法とその実績、ビジネス活用事例をご紹介させていただきます。
どのようにしたらDATAはビジネスで活用できるのでしょうか？ DATA数あるいは、どのような条件があればビジネス活用で
きるのでしょうか？この講演ではこれらに対する私が20年を通して得ていたDATAのビジネス活用に関する体験知をご共有さ
せていただきます。

【略歴】
　慶応義塾大学、同大学院にて人工知能を専攻。東京大学大学院にて博士号取得。大学院在学中に株式会社NTT基礎研究所に
て音声認識システムについて研究。KDDI株式会社総合研究所にてビジネス活用に向けたデータマイニング業務。楽天株式会社
技術研究所にてAIに基づくデータ活用システムの研究開発。株式会社ドリコム経営企画部にて機械学習による売上向上の分析・
システム開発業務を経て、データのビジネス活用を支援するDATUM STUDIO株式会社を設立。同社が年商15億円従業員数
120名となったところでKDDI株式会社の子会社へ事業売却。データのビジネス活用を支援するTheROOM4D株式会社を設立。
現在に至る。
データ関連書籍6冊執筆。データ関連特許4つ取得。

B5

講演会 広島市南区民文化センター  2F  スタジオ（定員100名）

※（要事前申込）
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“西日本最大級のIT展示会”

日　時 ：10月21日㈮13：10～14：10
テーマ ：Hayabusa2 大航海再び
講　師 ： 小

お

笠
が さ

原
わ ら

 雅
ま さ

弘
ひ ろ

 氏　元NEC航空宇宙システム株式会社
【概要】

　2020年12月、6年の旅を完走して「はやぶさ2」のカプセルが地球に還ってきた。小惑星「リュウグウ」
から持ち帰ったサンプルが太陽系誕生や地球生命の起源を語り始めた。その長旅を振り返り、技術的成果、プロジェクト成功
の秘訣、そして、これから向かう新たなミッションについても紹介する。今、「はやぶさ2」を継ぐ日本の様々な太陽系探査が
始動、大航海が再び始まる。

【略歴】
　NEC、チーム「はやぶさ」メンバー。軌道系、航法誘導系担当、特にイトカワへの着陸に使われたターゲットマーカやフラッ
シュランプを手がけた。1985年にはじめてハレー彗星へ旅した「さきがけ」をはじめ、スイングバイ技術を修得した「ひてん」、
月のハイビジョン映像を地球に送り届けた「かぐや」など日本の太陽系探査衛星にずっと携わってきたエンジニア。
2019年末に退職、フリーランスとして執筆、講演活動を行う。

B6

講演会 広島市南区民文化センター  2F  スタジオ（定員100名）

※（要事前申込）

日　時 ：10月21日㈮15:50～16:30
テーマ ： 新しい時代に"選ばれる"企業へ ～テレワーク・DXで変わる中小企業の未来～
講　師 ： 森

も り

山
や ま

 直
な お

洋
ひ ろ

 氏　株式会社太陽都市クリーナー 代表取締役

【概要】
　株式会社太陽都市クリーナーは広島県府中市で廃棄物処理事業を営む企業です。2018年の西日本豪雨をきっかけにＢＣＰ対
策として業務の改革を決意し、業務のクラウド化、テレワークを始めました。業務の変化にネガティブな反応を示す社員もい
る中、楽しんでデジタルツールを使うことから始め、社内でテレワークを浸透させました。現場業務でもできるテレワークに
ついて、さまざまな経験や事例を交えてご紹介します。

【略歴】
　1975年広島県府中市生まれ。学習院大学法学部卒。システム開発会社、音楽教室講師、音楽ライターなどを経て2006年家
業である廃棄物処理会社に入社。業務をより確実に、より効率的に行うためクラウドツールの導入をすすめる。2021年度全国
中小企業クラウド実践大賞近畿・中国・四国大会で中国総合通信局長賞、全国大会にてクラウド活用・地域ICT投資促進協議会理
事長賞受賞。「無意味な出社はしない」がモットー。

B8

講演会 広島市南区民文化センター  2F  スタジオ（定員100名）

※（要事前申込）

10月21日
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日　時 ：10月21日㈮14：30～15：30
テーマ ： 中小企業のDXはどう進めれば良いか？   

～広島市IT導入支援アドバイザー派遣事業実施で見えてきたこと～
講　師 ： 児

こ

玉
だ ま

 学
が く

 氏　NPO法人ITコーディネータ広島 理事長
【概要】

　パンデミックや戦争による世界的な経済停滞下でも、企業は自らの強みを磨き上げて生き残っていかねばなりません。その
ためのキーワードの一つがDX（デジタルトランスフォーメーション）ですが、中小・小規模事業者の中には「DXは大企業が行
うものであり、我々には関係ない」「当社ではIT化もままならないのに、DXなど無理」という認識が多いのも事実です。本講
演では、広島市が2021年度から始めた「IT導入支援アドバイザー派遣事業」での実例を基に、中小企業で実現可能なDXとは
どういうことなのかを紐解き、明日から着手できるDXのヒントをお伝えします。

【略歴】
　大手経営コンサルタント会社等勤務を経て、1999年経営コンサルタントとして独立。2000年㈱ファインサポートを設立、
代表取締役就任。ITコーディネータ/インストラクタ、中小企業診断士、知的財産アナリスト。経営とITに詳しいコンサルタン
トとして、今までに1,000社以上の中小企業の経営支援実績がある。
現在、NPO法人ITコーディネータ広島・理事長、NPO法人中四国マネジメントシステム推進機構・理事、一般社団法人中国地域
ITCネットワーク・代表理事を兼務。その他、総務省・テレワークマネージャー、ひろしま産業振興機構登録専門家、広島市中小
企業支援センター窓口相談員などの公職、並びに県立広島大学大学院・非常勤講師なども歴任。

B7

日　時 ：10月20日㈭16：40～17：40
テーマ ：みんなの夢をかなえるためのDX ～人流データ活用の最前線～
講　師 ： 川

か わ

﨑
さ き

 浩
ひ ろ

充
み つ

 氏　株式会社Public dots & Company エグゼクティブマネージャー
鈴
す ず

木
き

 茂
し げ

二
じ

郎
ろ う

 氏　株式会社unerry CCO

「ひろしまIT融合フォーラム」

【概要】
　新型コロナウィルスにより注目された「人流データ」は、街づくりを始め、様々なビジネスに積極的に使われています。
環境省が実施した「令和3年度　移動データを活用した地域の脱炭素化施策検討業務～データ駆動型脱炭素まちづくり～」に取
り組んだPublic dots & Companyとunerryが、脱炭素や街づくりにおける人流データ活用の最新事例についてご紹介すると
ともに、民間のビジネスにおける人流データの様々なユースケースについてご紹介します。

【略歴】
川﨑 浩充 氏
　新しいテクノロジーを駆使し、デジタル業界を牽引してきた株式会社デジタルガレージにて、PMI実施や
戦略事業開発室ジェネラルマネージャーに従事後、マーケティングテクノロジーカンパニー CSO兼行政DX
推進部長を務めた。その他スタートアップや出資関連会社の取締役も複数社歴任しデジタル化戦略策定等も
行った上で2022年3月に退職、株式会社Public dots & Companyのエグゼクティブマネージャ―に就任。
新しいテクノロジー・デジタルによるDX事業や新規事業企画の推進と組織スケールを得意とし、10年で年
60億、100人の組織まで拡大させた実績を持つ。
さらに、データ×テクノロジーなどの次世代要素技術をテーマとしたオープンイノベーション型プラット
フォームのシニアディレクターを担当し、5年にわたって複数のスタートアップ支援、メンタリングを行い、次世代事業の創出
にも注力した。

鈴木 茂二郎 氏
　1999年、アクセンチュア入社。その後の独立系コンサルティング会社も含め、15 年以上にわたり、通信・
金融業を中心に、クライアントの新規事業創出支援など、新しい価値を生み出す取組みを中心としたコンサ
ルティングに従事。
　株式会社unerryには2015年の創業直後から参画し、事業の立ち上げを推進。2018年9月より取締役
CCOに就任。事業全体を統括するとともに、スマートシティ領域での取り組みを推進中。具体的には、大手
損保と連携した地域創生に向けたマーケティングプラットフォームの展開や、大丸有エリアにおける人流デー
タ活用の高度化、大規模ビル開発に付随した街の課題解決への取組み、各省庁と連携したデータ駆動型のま
ちづくりなど、地域発展に資する先進的取り組みを牽引している。

ひろしまIT融合フォーラムは、最新のITと異分野の産業とを組み合わせて新たな価値を創造する「IT融合」の取組みを促進して、
新たなビジネスの創出や既存産業の競争力強化・新事業展開を図ることを目的として、広島県と広島市が共同で設立し、運営する
団体です。

B4

同時開催イベント 広島市南区民文化センター  2F  スタジオ（定員100名）

※（要事前申込）

10月20日、21日
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“西日本最大級のIT展示会”

講演会・ホール・スタジオ スケジュール一覧

10月20日、21日

20日㈭ 21日㈮
10：00

30

11：00

30

12：00

30

13：00

30

14：00

30

15：00

30

16：00

30

17：00

30

18：00

ホール スタジオスタジオ

11：00～12：00 講演会
講　師：松原 仁氏

われわれ人間は賢くなったAIを
いかに使いこなせばいいか

テーマ：

B1

12：20～13：20 講演会
講　師：中谷 修二氏

マツダのデジタル化、
DX（MDI Projectについて）

テーマ：

B2

10：30～11：30 特別講演
講　師：西脇 資哲氏

IoTとビッグデータが作りだす
デジタルツインによるDXとメタバース

テーマ：

A2

11：50～12：50 講演会
講　師：酒巻 隆治氏

DATAのビジネス活用で、できること／
できないこと

テーマ：

B5

14：30～15：30 同時開催イベント
講　師：児玉 学氏

中小企業のDXはどう進めれば良いか？
～広島市IT導入支援アドバイザー派遣事業実施で
　見えてきたこと～

テーマ：

B7

15:50～16:30 講演会
講　師：森山 直洋氏 新しい時代に”選ばれる”企業へ

～テレワーク・DXで変わる中小企業の未来～
テーマ：

B8

13：10～14：10 講演会
講　師：小笠原 雅弘氏

Hayabusa2 大航海再びテーマ：

B6
13：20～14：50 基調講演

講　師：

室山 哲也氏

DX時代到来！人工知能にどう向き合うか
テーマ：

A1

14：50～16：20 講演会
講　師：

矢野 和男氏

予測不能の時代： 
データが明かす生き方、企業、そして幸せ

テーマ：

B3

16：40～17：40 同時開催イベント
講　師：川﨑 浩充氏　鈴木 茂二郎氏

みんなの夢をかなえるためのDX
～人流データ活用の最前線～

テーマ：

B4

イベントの実施時間や内容については、予告なく変更する場合があります。
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10月20日、21日

特設コーナー 産業会館（西展示館）展示会場内特設ステージ

※参加お申し込みは不要です。お気軽にご参加下さい。

日　時：10月20日（木）
　　　　10：00～、13：00～、15：00～
　　　　10月21日（金）
　　　　10：00～、13：00～、16：00～
　　　　※時間帯は一部変更の可能性あり。

出　演：凸版印刷株式会社

【概要】
　「メタパ」はスマホではじめるメタバース店舗出店アプリ。友達と一緒にショッピング
したり、ショップスタッフと話したり、新しい商品に出会ったり、リアルとバーチャル
を融合した新しい体験が可能です。ECサイトへの誘導、イベントによる新規顧客の獲得、
コミュニティ、ファンマーケティングの実践など多彩にご活用いただけます。是非「メタ
パ」をインストールしてメタバース買い物体験をしてみよう！

メタバースショッピングモールアプリ「メタパ」

左記 QR コードから
「メタパ」体験が可能 
です。

提供：凸版印刷株式会社

日　時：10月20日（木）11：00～、16：00～
　　　　10月21日（金）11：00～、14：30～
　　　　※時間帯は一部変更の可能性あり。

出　演：お城インスタグラマー KAORI

【概要】
　凸版印刷は印刷技術を通して長年培った高精細デジタル化技術、
カラーマネジメント技術などをもとに、貴重な文化財をデジタル
アーカイブデータとして保存して参りました。
　本展示会ではその高精細なCGデータで構成された「VR安土城」
のメタバースツアー体験が可能な特設ステージをご用意しており
ます。HMD（専用VRゴーグル）を活用して、安土城内でアバター
を自由に操作することができ、お城インスタグラマー KAORIさん
がメタバース安土城ツアーとしてアテンド致します。是非「安土城」
メタバースツアーをご体験下さい。

「VR安土城」メタバースツアー体験

提供：凸版印刷株式会社

日　時：10月20日（木）14：00～
　　　　10月21日（金）14：00～
　　　　※時間帯は一部変更の可能性あり。

出　演：お城インスタグラマー KAORI

【概要】
　高精細なCGデータで構成された「VR彦根城」、「VR和歌山城」、

「VR肥前名護屋城」、「VR安土城」のメタバースツアーの基調講演
を開演します。お城インスタグラマー KAORIさんが、自身のアバ
ターを操作しながらメタバース城内をガイドするとともに、各お
城の歴史紹介をします。是非ご視聴下さい。

メタバース城郭ツアー講演
（VR彦根城、VR和歌山城、VR肥前名護屋城、VR安土城）

提供：凸版印刷株式会社
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“西日本最大級のIT展示会”

10月20日㈭  11：30～17：40  プレゼンセミナー  12コース

C-01

スマホアプリ開発に必要なプラットフォームのご紹介と、スマホアプリを
使った小売業・製造業・観光・文化・スポーツ業界でのDX活用事例をご紹介
いたします。

DXを加速させるスマホアプリプラットフォームのご紹介
田中 秀行 氏
プロダクト事業本部

ピープルソフトウェア株式会社11:30

12:10

C-02

建物間LAN配線をしたいけれど工事費が高い！そんな時は誰でも免許フ
リーで使用できるミリ波という手があります。ミリ波は広帯域。たくさん
の情報が載せられますので、LANのスピードが遅くなりません。

免許フリーのミリ波で繋ぐ未来
芝川 晃一 氏
株式会社アイランドシックス

株式会社フェニックス13:00

13:40

C-03

今話題の「メタバース」。本講演では、ビジネスにおけるメタバースを弊
社の開発事例を踏まえながら、メタバースの概説、市場動向について解説
いたします。

「メタバースの可能性と活用事例」
波多間 俊之 氏
代表取締役

株式会社ビーライズ14:00

14:40

C-04

経産省のDXレポートにも記載のある基幹システム老朽化によるトラブル
の解決策、ハイブリッドマルチクラウドをスマートに実現するためのポイ
ント等、DX推進のススメ方を分かりやすく説明します。

Nutanix HCIによるDXのススメ方
原田 雅博 氏
ソリューションエンジニア事業本部
西日本SE本部　シニアソリューションエンジニア

ニュータニックス・ジャパン合同会社15:00

15:40

C-05

属人化したExcel業務から脱却できないなど、DX化の実現には様々な課
題があります。そこで活用できるのが、業務改善ツール「kintone」。本
セミナーでは、kintoneを活用したDX化のポイントを、事例も含めてご
紹介いたします。

kintoneで実現するDXと業務改革
西尾 陽平 氏
営業本部 リージョナル営業部 中国営業G長 広島営業所長

サイボウズ株式会社16:00

16:40

C-06

コロナ禍で急速に浸透したテレワークから、SIMが組込まれたIoTサービス・
製品の開発と、モバイル活用シーンが増加しました。その中で地方企業の
事例を紹介し、直面する課題やなぜIIJが選ばれるのか？をお伝えします。

地方企業のモバイル活用法、徹底解説！
～ビフォーアフターでわかる成功事例～
小野 大典 氏
MVNO事業部 ビジネス開発部 部長

株式会社インターネットイニシアティブ17:00

17:40

D-01

企業のEC担当者向けのセミナーです。EC運用における様々な課題を解決
すべく、プロのECマーケターが相談役として事業に伴走したプロセスを、
広島を代表する酒蔵、賀茂鶴酒造様をお招きし、取り組み事例をご紹介し
ます。

老舗酒蔵が取り組んだEC、デジタル化へのチャレンジ
大西 貴也 氏（アド・セイル株式会社）、太田 裕人 氏（賀茂鶴酒造株式会社）

アド・セイル株式会社11:30

12:10

D-02

「電子帳簿保存法・インボイス制度に対応したい」「ペーパーレスを推奨し
ていきたい」「アナログな運用を変えていきたい」「請求書処理の手間とコ
ストを削減したい」という企業様へお勧めのセミナーです。

電子帳簿保存法・インボイス制度を始めるなら今!!
経理業務1up⤴セミナー
中野 泰樹 氏、赤尾 美奈 氏、新内 暁 氏
関西東海楽楽精算営業部、関西東海クラウド営業部

株式会社ラクス13:00

13:40

D-03

電子帳簿保存法対応において宥恕期間が設けられましたが、実際の運用開
始まで検討期間を含めるともうあまり時間がありません。本セミナーでは、
優先して対応すべき法要件の確認、将来を見据えたシステム選定のポイン
トをできるだけわかりやすくお話致します。

宥恕処置期間における電子帳簿保存法対応
～法対応と将来を見据えたシステム選定のポイント～
中村 誠一郎 氏　営業統括部 DD営業部 部長

株式会社ミウラ14:00

14:40

D-04

社内外の問い合わせ対応のデジタルソリューションとして、自動チャット
プログラム「AIチャットボット」をご紹介し、導入支援などについて分か
りやすくご説明いたします。

AIチャットボットで実現するデジタルシフト
藤岡 小雪 氏
メディア開発局

株式会社中国新聞社15:00

15:40

D-05

AI搭載の自律走行型コミュニケーションロボットtemiのご紹介、
ドローンによるデータ取得とAI解析による鳥獣生息調査等により広域的
な鳥獣被害防止の仕組みづくりをご紹介します。

ＤＸによる社会課題解決への取組み
～ＡＩ搭載ロボット、ドローンとＡＩ解析による鳥獣被害防止～
斉藤 佳久 氏
みらいビジネス推進部 部長

株式会社ソルコム16:00

16:40

D-06

電帳法における電子取引対応について、宥恕期限（2023年12月末）が
あと1年ほどになりました。2023年はインボイス制度も始まり、あまり
余裕がありません、是非この機会に準備を進めてください。本セミナーで
は、電帳法とは？と電子取引を中心に具体的運用事例をご紹介いたします。

準備は出来ていますか？電帳法（電子取引）対応
猪内 誠司 氏
西日本営業部 中四国・九州Ｇ

ウイングアーク1st株式会社17:00

17:40

プレゼンテーションセミナー 展示会場内セミナー会場（定員：48名）

10月20日

セミナー室A セミナー室B
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10月21日㈮  10：30～16：40  プレゼンセミナー  12コース

C-07

働く環境の変化に合わせて、対応すべきセキュリティ領域も大きく変化・
拡大しています。自社のリスクの現状把握から防御・検知、万が一の場合
の対応から復旧など組織が行うべき幅広いセキュリティ対策を支援する
MOTEXの製品・ソリューションを事例と合わせてご紹介します。

変化する働く環境に幅広く対応！
進化したセキュリティソリューションをご紹介
中本 琢也 氏　経営企画本部

エムオーテックス株式会社10:30

11:10

C-08

DXという大きな挑戦に挑むために、安心・安全な環境整備は必要不可欠で
す。DXの土台となるPCやスマートフォン等のモバイルデバイスを適切に
管理するMDMについて、活用事例と共にご紹介します。

モバイルデバイス管理はDXにどう役立つのか？
～ DXを安心して進めるために、取り組むべき施策
大成 景子 氏
営業本部 コンサルティングサービス部

株式会社アイキューブドシステムズ11:30

12:10

C-09

中小企業様向けに勤怠、給与、年末調整、人事労務を中心としたクラウド
ソリューションの実際の導入事例を元に導入のポイント、システム選定の
コツなどお伝えします。

～人事労務のデジタル化から始めるDX ～
クラウドシステム選定のコツとデジタル化のメリットとは？
福島 航介 氏
ICT事業部

有限会社ジーエル福山13:00

13:40

C-10

検疫型多様素認証にて本人確認を行い、なりすましや不正アクセスを防止
するサービス【JinCreek】　この最新技術のテレワークによりＤＸ化が
促進され、もたらされる様々な効果をご紹介します。

最新技術の検疫型多要素認証によりあなたのテレワークをＤＸ化！
～ＤＸ化がもたらす業務の効率化～
高橋 仁美 氏
イニシャル・ポイント株式会社 フィールドエンジニアリング部

株式会社フェニックス14:00

14:40

C-11

DX推進のための人材確保の手法として最近注目されているのが、今いる
社員にスキルを身に付けてもらうリスキリングです。このセミナーでは事
業の現場で役立つDXのリスキリングについて事例を交えながら解説しま
す。

DX人材市場の実情とリスキリングの重要性
杉山 健太 氏
企画制作部 部長

シナジーマーケティング株式会社15:00

15:40

C-12

セキュリティとネットワークの双方を熟知するIIJより新しいSASEサー
ビスをご紹介します。いつでも＆どこからでも安全に情報を取り扱うこと
ができる次世代プラットフォームの検討にお役立てください。

“セキュア・シンプル・ローコスト”
三拍子揃った次世代プラットフォームのご紹介
齋藤 衛 氏
セキュリティ本部 本部長

株式会社インターネットイニシアティブ16:00

16:40

D-07

ペーパーレス、テレワーク、情報セキュリティ対策。すべて、Microsoft 
365で実現できます。本セミナーでは、Microsoft 365を活用した中小
企業向けDXの戦略と実例をご紹介します。

Microsoft 365でスタートする
中小企業向けDXの戦略と実例
宮川 裕穂 氏
営業支援部

株式会社広島情報シンフォニー10:30

11:10

D-08

「電子帳簿保存法・インボイス制度に対応したい」「ペーパーレスを推奨し
ていきたい」「アナログな運用を変えていきたい」「請求書処理の手間とコ
ストを削減したい」という企業様へお勧めのセミナーです。

電子帳簿保存法・インボイス制度を始めるなら今!!
経理業務1up⤴セミナー
中野 泰樹 氏、赤尾 美奈 氏、新内 暁 氏
関西東海楽楽精算営業部、関西東海クラウド営業部

株式会社ラクス11:30

12:10

D-09

本講演では、全国2,300社以上へ導入されているBizRobo!やデジパスの
活用事例をもとにRPAを導入する際の勘所や業務効率化以外の副次的効
果についてもご紹介いたします。

BizRobo!＆デジパスを活用した
「一歩先」のデジタル化について
吉岡 直哉 氏
LX Division 中四国エリア営業責任者

RPAテクノロジーズ株式会社13:00

13:40

D-10

DX推進には業務プロセス変革、法要件対応、インフラ整備、セキュリ
ティー対策など検討テーマが多く、個別最適モデルでは失敗します。
DX推進における注意点と成功要因について事例を交えて発表します。

DXに向けた取組みの注意点と成功要因
～バックオフィスのデジタル変革を実現するために～
平田 仁太郎 氏
西日本統括本部 西日本戦略推進統括部 統括部長

株式会社ビジネスブレイン太田昭和14:00

14:40

D-11

現場で推進される、IoT化、DX。一方、つながることで、必要となった
現場のサイバーセキュリティ対策の課題。解決策を産業ネットワーク企業
のMoxaがIEC62443等のトレンドとともに共有します。

産業サイバーセキュリティ対策の
グローバルトレンドを共有する
長澤 宣和 氏
プロダクトマーケティング部

Moxa Japan合同会社15:00

15:40

D-12

コロナ禍を経て、企業のカスタマーサービスは大きな変革を迫られていま
す。SNS等新たな顧客接点にも柔軟に対応しつつ、顧客満足度を向上す
るために必要なDX推進のステップについて、事例を交えてご紹介します。

DXで実現する最適なカスタマーサビス
財満 二朗 氏
アライアンスセールス

株式会社エクレクト16:00

16:40

プレゼンテーションセミナー 展示会場内セミナー会場（定員：48名）

10月21日

セミナー室A セミナー室B
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展示会場案内図
■ 展示会場・プレゼンテーションセミナー

広島県立広島産業会館　西展示館 広島市南区民文化センター
■ 基調講演他カンファレンス、同時開催イベント

株式会社 エコー・システム
有限会社ジーエル福山
株式会社ミウラ
新日本コンピュータマネジメント株式会社
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ユーザックシステム株式会社
サイボウズ株式会社
株式会社エクレクト
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ソニービズネットワークス株式会社
石田データサービス株式会社
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MiHiA（メイドインひろしまIoT協議会）

平和情報システム株式会社
デジタルソリューション株式会社
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株式会社 中電工
有限会社ティー・エヌ・ライフシステムズ
株式会社イノテック
株式会社オーピーエヌ
Moxa Japan合同会社
株式会社コア中四国カンパニー
凸版印刷株式会社

マツダ株式会社
一般財団法人移動無線センター
ピープルソフトウェア株式会社

ピー・シー・エー株式会社
株式会社TOKAIコミュニケーションズ
デジタルアーツコンサルティング株式会社
Nozomi Networks Inc.
株式会社広島情報シンフォニー
株式会社経営管理センター
トレンドマイクロ株式会社
ヴイエムウェア株式会社
株式会社呉電子計算センター
株式会社オービックビジネスコンサルタント
SB C&S株式会社

株式会社両備システムズ
エムオーテックス株式会社
株式会社アントアント
ニュータニックス・ジャパン合同会社
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株式会社アイキューブドシステムズ
Sky株式会社
ダイワボウ情報システム株式会社

公益財団法人広島市産業振興センター
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株式会社荒谷建設コンサルタント・株式会社アライズソリューション
公立大学法人広島市立大学
広島情報専門学校

株式会社ビーライズ
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社　広島支社
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“西日本最大級のIT展示会”

働き方改革ソリューションゾーンA

A-02

近年の IT 導入支援事業から見えてきた中小企業のクラウドサービスの始め方をご紹介！
弊社指定のクラウドサービスを2日間限定で特別商談やってます！

広島県福山市駅家町万能倉452-1
 https://www.gl-fukuyama.com/

 084-976-7088　　   084-979-4542
 info@gl-fukuyama.com

有限会社ジーエル福山

A-01

「DXの実現」と「働き方改革」。これらは密接に関係しています。「手間のかかる既存の業務」と真剣に向き合い、DXを通じて業務
効率化を推進することが今まさに求められています。今回、自社の課題解決に効果的なソリューションを展示いたします。「創造性の
高い業務」へのシフトをエコー・システムがお手伝いします。

広島市南区金屋町3-13　タミヤビル5F
 https://www.echosystem.co.jp/

 082-264-5512　　   082-264-5517

株式会社エコー・システム

A-03

電子帳簿保存法対応、業務効率改善といったテーマで出展しております。
電帳法対応でお悩みのお客様、まずはブースにお立ち寄りいただき、お悩みをお聞かせください。
お客様にあった課題解決のご提案をさせていただきます。

広島市中区南千田東町3-9
 https://kkmiura.com/

 082-243-2474　　 
 dmpinfo@kkmiura.jp

株式会社ミウラ / 新日本コンピュータマネジメント株式会社

A-04

IC カード・ICタグを活用した勤怠管理ソリューションのご提案。
低コストで勤怠管理業務を大幅に簡素化・ランニングコスト不要で多様な勤務体系に柔軟に対応できます。

広島市南区比治山町7-24-903
 https://www.natec-japan.co.jp/

 082-568-8210　　 
 t.shibuya@natec-japan.co.jp

株式会社ナテック

A-05

【i-Reporter】
帳票電子化ツール i-Reporter でバーコード読取り帳票に自動入力するデモを実演。
【ストレスチェックサービス：cocomiru】
ストレスチェック実施に留まらず、職場改善コンサルもご用意。
【休職者マネジメント・支援システム：KumaMoRu】
復職支援業務の負担を軽減するシステム。

広島市中区榎町2-15 榎町ビュロー6F
 http://www.nextvision.co.jp/

 082-235-1576　　 
 sol@nextvision.co.jp

株式会社ネクストビジョン

A-06

「働き方改革」に取り組まれていますか？
電子化ソリューションを活用した「バックオフィスのDX化」や IoT ソリューションを活用した「業務の効率化」をご紹介します。

広島市中区紙屋町1丁目3-8
 https://www.hirogin-its.co.jp/

 082-504-3170　　   082-247-5525
 ntakeshita@mty.mighty.co.jp

ひろぎん IT ソリューションズ株式会社

A-07

安定稼働で選ぶ、国産RPAソリューション「Auto ジョブ名人」
カスタマーサクセスプランナーによる充実したサポートと、「名人マーケット」で提供している標準化スクリプトで、短期間で確実に
業務の自動化をご支援いたします。

大阪府大阪市中央区瓦町1-6-10 JPビル3F
 https://www.usknet.com/

 06-6228-1383　　 
 usk@nom.co.jp

ユーザックシステム株式会社
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働き方改革ソリューションゾーンA

A-09

コミュニケーションプラットフォーム『Zendesk』の APAC導入実績NO.1 企業として、AWSや各種AI エンジンとの連携ソリュー
ションをはじめ業務課題に応じたシステム設計から実装・運用まで、CX向上に寄与するサービスをワンストップで提供します。

広島市南区段原南1-3-53 18F
 http://eclect.co.jp

 03-6407-0706　　 
 info@eclect.co.jp

株式会社エクレクト

A-08

開発の知識がなくても自社の業務に合わせたシステムをかんたんに作成できる、
導入実績25,500社を超えるクラウドサービス「kintone」。
部署やスキルにかかわらず気軽に使い始めることができ、現場の人が主体的に業務改善を推進できます。

広島市東区二葉の里3-5-7 GRANODE広島3階
 https://cybozu.co.jp/

 050-3116-2408　　 
 sales-hiroshima@cybozu.co.jp

サイボウズ株式会社

A-10

経費精算システム「楽楽精算」、電子請求書発行システム「楽楽明細」、
販売管理システム「楽楽販売」など日々の業務を効率化するクラウドサービスを出展いたします。

大阪府大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー 7階
 https://www.rakus.co.jp

 06-7660-1230　　   0120-82-5348
 it-west@rakus.co.jp

株式会社ラクス

A-11

スマートデバイス×モバイルプリンターの連携で業務効率化を実現！
ビジネスシーンにおいて iPhone、iPad や Android�OS 搭載のスマートデバイス活用が増加しています。訪問先で契約書・見積書、
ラベル等の印刷をすることで、ビジネスの効率化に役立ちます。

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15番1号
 https://www.brother.co.jp/

 052-824-3311　　 
 presales-contact@brother.co.jp

ブラザー販売株式会社

A-12

会計　給与　人事　勤怠　販売請求　仕入支払　顧客
大臣NXクラウドシリーズ【インボイス制度対応】【電子帳簿保存法対応】
業務改善をサポートいたします。

広島市胡町4-21　朝日生命胡町ビル3F
 https://www.ohken.co.jp/

 082-248-2021　　   082-248-2071

応研株式会社

A-13

導入実績2,300社以上！あらゆる業界のパソコン上の業務を自動化してきたRPA「BizRobo!」をご紹介。独自の価格体系で圧倒的
な費用対効果を実現でき、現場の業務を自動化することで人手不足を解決します。
また、業務自動化の壁となる紙帳票や書類を最短2時間でデータ化できるサービス「デジパス」など、BPOやAI-OCRを活用した紙
のデータ化サービスもご提案。紙処理を含めた業務効率化でお悩みの方は必見です！

本社 :東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー8F
広島オフィス :広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディング1F
 https://rpa-technologies.com

 03-5157-6370　　   03-3592-1004
 marketing@bizrobo.com

RPA テクノロジーズ株式会社

A-14

採用したい人材が見つかる
国内最大級のデータベース
厳選された即戦力人材にスカウトを送って直接アプローチできる中途採用サービスです。当日のブースではビズリーチのデモをご体験
いただけます。

本社：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー12F
中四国オフィス：広島市中区八丁堀16番11号 スタートラム広島13階
 https://bizreach.biz/service/bizreach/

 0120-229-059
 biz_info@bizreach.co.jp

株式会社ビズリーチ
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働き方改革ソリューションゾーンA

A-19

IT ＋映像を利用した業務効率化
テレワークや遠隔監視をハードウェアで実現する IP-KVM
遠隔リブート /使用電力監視を実現するインテリジェント電源タップ
ATENは、オフィスからデータセンター、中央監視まで幅広く活躍するソリューションを展示しています。

大阪府大阪市中央区淡路町 3-1-9　淡路町ダイビル 3F
 https://www.aten.com/jp/ja/

 06-6229-5810 　　 
 ajsalesw@atenjapan.jp

ATEN ジャパン株式会社　大阪支社

A-18

中小企業や個人事業主の方々向けに、「カスタムメイドのクラウドサービスを、リーズナブルな月額課金の、サブスクで！」をコンセプトに、
ソフトウェア開発とコンサルティングをセットにしたサービスを提供しています。

東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル8階 BcH
 http://www.zettant.com

 090-3636-8710　　 
 tk-hashimoto@zettant.com

株式会社ゼタント

A-20

【ビジネスの未来を、ソニーと創る。】
�2021年に広島県・岡山県へ提供エリアを拡大した、圧倒的なコストパフォーマンスの法人向けインターネット接続サービス
「NUROアクセス」をご紹介。導入事例資料、限定ノベルティもご用意しています。

東京都渋谷区道玄坂1-12-1　渋谷マークシティウエスト23階
 https://biz.nuro.jp/

 0120-963-350　　 
 pr@sonybn.co.jp

ソニービズネットワークス株式会社

A-21

これから始まるインボイス制度の対応って大丈夫だろうか？
建設業の働き方改革関連法改正の対応も検討しないとなぁ
などお悩みの皆様方に
設備工事総合システム�こうじやさん®シリーズを紹介致します。

広島市中区立町2-30ウツミ屋立町ビル8階
 https://www.idsnet.co.jp

 082-577-0091
 t.fukuda@idsnet.co.jp

石田データサービス株式会社

A-15

オフィスワークやテレワークでの生産性向上にはマルチディスプレイが効果的です。
パソコン用モニタ国内トップシェアの「アイオーの液晶ディスプレイ」でビジネス環境にフィットするモデルをご提案いたします。

広島市中区立町2-27　メットライフ広島立町ビル5F
 http://www.iodata.jp

 082-536-0550
 mimagawa@iodata.jp

株式会社アイ・オー・データ機器

A-16

仮想デスクトップ『Parallels�RAS』
Chromebook、iPad、Macbook から仮想デスクトップ上のWindowsアプリを利用できます。
PCの仮想化、情報漏洩対策、PC管理の効率化に最適です。

大阪府東大阪市菱江 2-11-14
 https://www.oa-okumura.co.jp

 072-964-2266
 ras-sales2@oa-okumura.co.jp

株式会社オクムラ

A-17

「あなたの社用車、DXできます」
煩雑な社用車の利用 /管理のあらゆる課題・問題を解決するDXソリューション。
社用車予約〜鍵の受け渡し〜アルコールチェック〜業務日報までを全てデジタル化

愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4番10号名古屋クロスコートタワー3F
 https://ccr.freekey.info/

 0587-95-0197　　 
 digitalkey@info.tokai-rika.co.jp

株式会社東海理化
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働き方改革ソリューションゾーンA

A-22

保護者と施設をつなぐコミュニケーションツール
れんらくちょう支援システム「おぼこいず」

広島市南区的場町１丁目１番２１号　クリスタルタワー８Ｆ
 https://www.wbsc.co.jp

 082-568-8661　　   082-568-8663
 sales@wbsc.co.jp

ワールドビジネスシスコム株式会社

IoT&AI ソリューションゾーンB

B-02

ＰＬＣを使用したテレメータ装置、弊社で開発した自動搬送カートの動画を出展いたします。

広島市西区観音本町1-22-25　CDK観音ビル
 http://www.heiwa-joho.co.jp/

 082-292-7741　　 
 a-yamashita@heiwa-joho.co.jp

平和情報システム株式会社

B-01

ＭｉＨｉＡ（ミーア）はＩｏＴ・ＡＩによるイノベーションを目指す広島本社の企業集団です。
広島発全国へ、そして世界へを標榜し、ＭｉＨｉＡブランドの製品開発、会員相互の連携によるシナジー効果の発揮、
１社ではできない事業へのチャレンジを目指します。

広島市南区京橋町10-21
 http://www.mihia.jp

 082-262-7777　　 
 mihia-jim@mihia.jp

MiHiA（メイドインひろしま IoT 協議会）

B-03

「IoT を活用した製造業のサポート」をテーマに、新しい溶接教育システムや、加工機の稼働率を見える化するシステムを展示します。
溶接教育システム「溶接伝承マスター」
https://www.digital-sol.co.jp/welding/
IoT 稼働見える化システム「DBox」
https://www.digital-sol.co.jp/smart-monozukuri/

広島市東区矢賀新町四丁目5番11号DSI ビル
 https://www.digital-sol.co.jp/

 082-548-8288
 n_hamahiro@digital-sol.co.jp

デジタルソリューション株式会社

B-04

「Made�in�日本」にこだわり、産業用途に特化したコンピュータを自社開発・自社生産しています。�
FAで実績を積んできた国産コンピュータメーカが考えるこれからのDXを、わかりやすくご紹介します。

広島市南区京橋町10-21
 http://www.interface.co.jp

 082-262-7777　　   082-262-5066
 sales@interface.co.jp

株式会社インタフェース

B-05

【タグ衛門】面倒な備品管理業務が、“簡単”“確実”“迅速”に！備品管理に必要なモノが揃ったパッケージです。RFID を使って備品
管理業務を効率化しませんか？①タグをスキャンすることで備品の棚卸と持出返却管理を効率化。②ゲートを用いて備品の不正な持出
を監視。
【smart@scale】計量作業をスマートにDX！原料の在庫管理と配合管理をタブレットPCで管理できます。①現場の作業をリアル
タイムに「見える化」。②計量器と連動し、計量作業のミスを「チェック」。③計量実績を記録し、「エビデンス」として活用。

広島市西区草津新町1-21-35
 https://www.hek.co.jp/

 082-279-8001
 hek30info@hek.co.jp

株式会社ハイエレコン

B-06

IIJ は数多くのDX実現を支援させて頂いています。特に急伸しているのが「モバイル回線」を使ったDXで、快適なテレワーク環境
はもちろん、様々なシーンでの IoT など、多様なサービスプランをご用意し柔軟にお使い頂ける点等をご評価頂いています。ブース
では成功事例を数多くご紹介し、皆様のDX戦略のお役に立てればと考えています。またDXの実現にはセキュリティが不可欠ですが、
カバレッジの広いセキュリティサービスも強みとしています。DX時代の「統合的なネットワーク提案」にぜひご期待ください。

広島市中区銀山町3-1広島ハイビル ５F
 https://www.iij.ad.jp/

 082-543-6581
 sales-cs@iij.ad.jp

株式会社インターネットイニシアティブ
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B-07

「AI カメラ活用システム」は、IPカメラから得られる映像を活用し、AI による解析を行うシステムです。画像センシング技術の活用
によって、人・車・エリアなど私たちの日常に溢れるあらゆる情報を認識し、数値情報やアラート情報等を一目で分かる情報に置き換え、
LINE等のSNSに自動通知する機能を持つ製品を紹介します。会場では、リアルタイムにプライバシーマスク処理を行う「プライバシー
に配慮した映像配信」を実際に体験して頂けます。

広島市中区小網町6番12号
 https://www.chudenko.co.jp

 082-291-7411（代表）　　 
 gijutukaihatu@chudenko.co.jp

株式会社中電工

IoT&AI ソリューションゾーンB

B-09

我々は、お客さまの課題解決のためAI や IoT・クラウド技術に加え弊社が得意とする画像処理技術を組み合わせ、ニーズに最適化し
たシステムを構築し、効果的な業務効率改善ソリューションを提案します。

広島市南区金屋町2-15 KDX広島ビル2F
 https://inotech.co.jp

 082-258-5790　　 
 sales@inotech.co.jp

株式会社イノテック

B-08

AI を活用した画像認識で店舗の来店人数を瞬時に把握
安価なWebカメラとソフトウェアで手軽に導入できるSaaS型アプリケーションと分析データをクラウドグループウェアに共有

山口県周南市代々木通り2-3代々木公園前ビル3階
 http://www.tn-style.com

 0834-33-2777　　   0834-33-2771
 info@tnlife.jp

有限会社ティー・エヌ・ライフシステムズ

B-10

「frogblue」
シンプル・柔軟・安全なスマートビルディング、スマートホームソリューション。Bluetooth メッシュによる通信ケーブルの無線化
技術により、配線工事なしで設備の集中制御が可能になります。

広島市中区堺町2-4-1
 https://www.opn-web.com

 082-532-5300　　   082-532-5202
 kkopn@opn-web.com

株式会社オーピーエヌ

B-11

IoT/AI 利活用に欠かせないデータ収集。
データ収取の前に欠かせないものが現場のネットワークインフラとセキュリティ対策です。産業ネットワーク機器の専業企業最大手の
Moxa が製造業を始めとした現場のつなぎ方を紹介します。

東京都港区新橋4-22-4-8F
 https://www.moxa.com/jp/

 03-6721-5670　　 
 japan@moxa.com

Moxa Japan 合同会社

B-12

業務ノウハウや先端テクノロジーを駆使したソリューションで、地域に根差した様々な分野の期待にお応えします。
【出展内容】
■スマート遠隔保全ソリューション　■制御資産管理ソリューション　■高精度測位ソリューション　■医療介護統合ソリューション

広島市西区草津新町1丁目21番 35号 広島ミクシスビル
 https://www.core.co.jp/

 082-278-0511　　   082-278-0520
 csc-info@core.co.jp

株式会社コア中四国カンパニー
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IoT&AI ソリューションゾーンB

B-13

【NAVINECT】
製造現場の IoT 支援サービス「NAVINECT」は、最適化された1つのプラットフォームで製造業のDXに必要な要素を全て提供しま
す。自社の製造現場で開発・実装・運用してきた130ものアプリケーション群とデジタル化のノウハウを基に、幅広いお客様向けに
汎用化した「NAVINECTクラウド」と合わせてご紹介いたします。
【VRソリューション】
凸版印刷が長年培ってきたデータ処理技術を軸に、文化財の高精細なデジタル保存を目的とした「トッパンVR」、製造業向けの「安
全教育VR」・「バーチャル工場見学」等をご紹介いたします。

広島市安佐南区祇園3-26-30
 https://www.toppan.co.jp/

 082-850-0221　　 
 chushi-plaza@toppan.co.jp

凸版印刷株式会社　中四国事業部

VR& モバイルゾーンC

C-02

ＭＣＡアドバンスは「デジタルトランスフォーメーション」を通信分野からサポート。
専用電波とドコモＬＴＥ網を併用し、安定した通信、高セキュリティな通信網です。
アンドロイドをＯＳとするスマホ型専用端末を活用して様々な情報通信ニーズに答えます。

広島市中区西十日市町9-9
 http://mrc.or.jp/

 082-232-8484　　   082-232-8883
 info-chumrc@mrc.or.jp

一般財団法人移動無線センター

C-01

マツダの7世代商品をVRデバイスを通じで仮想のデジタルショウルーム内で体験頂く。

広島県安芸郡府中町新地３-1
 https://www.mazda.com

 082-282-1111

マツダ株式会社

C-03

スマホアプリ開発に必要なプラットフォームと、それを使用して開発した小売業・製造業・観光・文化・スポーツ業界におけるスマホ
アプリのDX活用事例を展示しています。

岡山県倉敷市阿知1-7-2　くらしきシティプラザ西ビル5階
 http://pscsrv.co.jp/

 03-5280-9313　　 
 psales@pscsrv.co.jp

ピープルソフトウェア株式会社

クラウド & 情報セキュリティゾーンD

D-02

業務システムをAWSに移行することで、利便性向上やコスト削減の実現をご支援いたします。AWS上で利用することで、
これまでのような物理サーバの保守や機器交換が不要になり、運用負荷・コストを削減できます。

大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番36号 新大阪トラストタワー
 https://www.cloudsolution.tokai-com.co.jp/

 06-6397-7175　　 
 JS_PROMO@tokai-grp.co.jp

株式会社 TOKAI コミュニケーションズ

D-01

導入実績19,000法人突破。サービス15年目。全20ラインナップ。基幹業務クラウドサービスの決定版『PCAクラウド』を出
展しております。基幹ソフトウェアは購入する時代から利用する時代へ。電子帳簿保存法改正への対応、インボイス・デジタルインボ
イス対応は『PCAクラウド』へおまかせください。

広島市中区幟町13-15 新広島ビルディング11階
 http://pca.jp

 082-212-0437　　 
 hiroshima@pca.co.jp

ピー・シー・エー株式会社
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クラウド & 情報セキュリティゾーンD

D-03

ゼロトラスト提供パッケージ「零虎（ゼロトラ）」をご紹介します。
Web/Mail セキュリティ“i-FILTER”、“m-FILTER”、ネットワークセキュリティ“Perimeter81”、エンドポイントセキュリティ�
“Deep�Instinct”、OT/IoT セキュリティ“Nozomi�Networks”を基本にソリューションを組み合わせてセキュリティ強化をご支援し
ます。

東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエア ウエストタワー 14F
 https://con.daj.jp/

 03-6206-3421　　 
 sec-sol@con.daj.co.jp

デジタルアーツコンサルティング株式会社

D-04

Nozomi�Networks は、OT/IoT に対するセキュリティと可視化のリーダーです。世界最大級の重要インフラ、製造業、ビル、その
他OTサイトにサイバーセキュリティを提供します。ネットワークの可視化、脅威・異常の検知により、サイバーリスクへの取り組み
が可能になります。

575 Market Street, Suite 3650 San Francisco, CA 94105
 https://www.nozominetworks.com/japanese/

 +1 800 314 6114　　 
 Sales-japan@nozominetworks.com

Nozomi Networks Inc.

D-05

ペーパーレス、テレワーク、セキュリティ対策などDX推進に効果的なMicrosoft�365 導入支援サービスをご紹介します。また、
対策が困難な「Emotet」への感染予防を実現した、世界初の技術で作られたウイルス対策ソフトも出展いたします。

広島市東区牛田新町2-2-1
 http:// www.symphony.co.jp

 082-222-8218　　   082-222-8233
 solution@symphony.co.jp

株式会社広島情報シンフォニー

D-06

「結局、紙が残って業務効率化できない！」等、お困りではありませんか？
話題の LINEの OCRでは、勤怠入力や経費処理などのあらゆる書類や画像を素早くテキスト化できます。
BMCではOCRの導入はもちろん、IT 全般幅広くサポート致します。
是非ブースにお越しください。

広島市中区八丁堀15-10　セントラルビル6階
 https://www.bmc-it.com/

 082-502-3222　　   082-502-3221
 bmc-hiroshima.service@bmc-net.co.jp

株式会社経営管理センター

D-07

製造業における工場やオフライン環境向けのセキュリティソリューションをはじめ、EDR/XDR、資産やリスクの可視化、ゼロトラ
ストの実現を支援するセキュリティプラットフォーム「Vision�One」を展示します。

大阪府大阪市淀川区宮原3-4-30　ニッセイ新大阪ビル13階
 https://www.trendmicro.com/ja_jp/business.html

 06-6350-0330　　 

トレンドマイクロ株式会社

D-09

セキュリティ対策ソフトや機器は「導入すれば安心」ではありません。脅威検知の監視や通知、インシデント発生時の対応措置を代行
するトータルマネージサービスをご紹介します。また、全てのネットワーク機器をクラウド上で一元管理するCisco�Meraki の実演
を行います。

広島県呉市本通２丁目4-1
 http://www.kure.co.jp/

 0823-21-0251　　   0823-22-5940
 k_kawamoto@kure.co.jp

株式会社呉電子計算センター

D-08

クラウドの利用増加に伴いネットワークやセキュリティにまつわる様々な課題を解決する
VMwareSD-WANと Carbon�Black のご紹介をさせて頂きます。

大阪府大阪市北区角田町8-1　大阪梅田ツインタワーズ・ノース　25階
http:// www.vmware.com/jp.html

 070-3285-4636　　 
 hohashi@vmware.com

ヴイエムウェア株式会社
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クラウド & 情報セキュリティゾーンD

D-10

「奉行クラウド�DX�suite」は、バックオフィス業務のDXを支援し、具体的な成果へと導きます。必要な業務領域から確実にDX化
できます。改正電子帳簿保存法完全対応、人事労務業務のペーパーレス化、インボイス制度・電子インボイス標準対応いたします。

広島市中区紙屋町1丁目2番22号
広島トランヴェールビルディング4階
 https://www.obc.co.jp/

 082-544-2430　　 
 kandou@obc.co.jp

株式会社オービックビジネスコンサルタント　広島支店

D-11

未知なる脅威も検知する次世代エンドポイントセキュリティ「Cybereason」をご紹介します。エンドポイントのログを収集し、侵
入したマルウェアのサイバー攻撃の兆候をリアルタイムに検知するクラウド型のデータ解析プラットフォームでお客様のデータを守り
ます。

広島市中区幟町13-15
 https://cas.softbank.jp/

 082-536-0150
 Sbbmb-chugoku@g.softbank.co.jp

SB C&S 株式会社

D-12

お客様のＤＸ推進や業務効率化を実現するためのクラウドサービスやＤＸ時代に求められる情報セキュリティ対策ソリューションをご
紹介いたします。また、ヘルスケア分野における課題を解決するために最適なソリューションや最新の取組事例もご紹介いたします。

岡山県岡山市南区豊成二丁目7番16号
 https://www.ryobi.co.jp/

 086-264-0111
 event-info@ryobi.co.jp

株式会社両備システムズ

D-13

MOTEXは、PC・スマホといった企業資産について、操作ログ取得や IT資産管理などのエンドポイントの管理をクラウドで一元的に実現。
またAIを用いたアンチウイルスソフトも提供しており、ディープラーニングを活かし事前に未知のマルウェアを99%検知し予防します。

大阪府大阪市淀川区西中島5-12-12　エムオーテックス新大阪ビル
https://www.motex.co.jp/

 06-6308-8980　　 
 hajime.yoshimura@motex.co.jp

エムオーテックス株式会社

D-14

誰でもカンタン！便利に更新できるCMSをオリジナルブランド、自由な価格で販売できる ant2OEMサービスをご紹介します。
ECサイト、会員管理、メルマガ配信などホームページに必要な機能が備わった進化し続けるCMSをブースにてご体感ください。

京都府京都市下京区南不動堂町３　大道第一ビル３
 https://ant2oem.net/

 075-353-7855　　   075-353-7955
 sales@ant2.jp

株式会社アントアント

D-16

「情報技術の発展に伴い企業を取り巻く脅威が多様化する中、セキュリティ事故がもたらす企業への影響は非常に大きくなっています。�
エネコムの提供するセキュリティ対策ソリューションと運用サービスで御社のセキュリティレベルの向上を支援します。」

広島市東区二葉の里三丁目5番7号
GRANODE広島10階　エキキタオフィス
 https://www.enecom.co.jp

 050-8201-1425　　 
 sales-houjin@enecom.co.jp

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

D-15

HCI の先駆けとして誕生したNutanix は、HCI を基盤に仮想化、VDI、統合ストレージ、GPU等様々な環境をシンプルにしてきました。
Nutanix を利用するとオンプレミスとパブリッククラウド間の相互運用性を備えたマルチクラウドをシンプルに実現することが可能
です。

東京都千代田区丸の内1丁目4-1 丸の内永楽ビルディング
 http://nutanix.com/jp

 03-4588-0520
 info-jp@nutanix.com

ニュータニックス・ジャパン合同会社
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クラウド & 情報セキュリティゾーンD

D-17

多くの企業＆公共団体に実績のあるセキュリティ対策ソリューションをご紹介いたします。昨今問題となっている標的型攻撃、PPAP
への対策ソリューション、またゼロトラストソリューションを展示いたしますので、ぜひセキュリティ対策にお役立てください。

大阪府大阪市北区梅田3-3-20　明治安田生命大阪梅田ビル23F
 http://www.plott.co.jp/

 06-6341-8360　　 
 plott_osaka@ml.plott.co.jp

株式会社プロット

D-18

企業のDXを支える、モバイル管理のスタンダード「CLOMO�MDM」
CLOMOは、マルチデバイス対応の国産MDM( モバイルデバイス管理 )サービスです。デバイス運用に必要な「情報漏えい対策」「利
用ルールの適用」「利用状況の把握」を実現します。

福岡県福岡市中央区天神4-1-37 第 1明星ビル4階
 https://www.i3-systems.com/

 03-6450-1880（東京オフィス）　　 
 marketing-info@i3-systems.com

株式会社アイキューブドシステムズ

D-19

組織の IT 運用管理をクラウドでサポートする「SKYSEA�Client�View�M1�Cloud�Edition」と、会社の重要資産である名刺情報を
一括管理できる「営業支援�名刺管理サービスSKYPCE」についてご紹介いたします。

東京本社：東京都港区港南二丁目16番1号
  品川イーストワンタワー 15階
大阪本社：大阪市淀川区宮原3丁目4番30号
  ニッセイ新大阪ビル 20階
 https://www.skygroup.jp/

  東京本社：03-5796-2752
  大阪本社：06-4807-6374

 東京本社：03-5796-2977
  大阪本社：06-4807-6376

Ｓｋｙ株式会社

D-20

会社のＢＣＰ対策はできていますか？　大切なデータはクラウドへ。本ブースでは、ＡＷＳ/Ａｚｕｒｅなどのクラウドプラットフォー
ムを用いたバックアップ事例をはじめ、様々な活用例を紹介いたします。

広島市中区橋本町10-6
 https://www.pc-daiwabo.co.jp

 082-511-7735　　 

ダイワボウ情報システム株式会社

公共 & アカデミックゾーンE

E-01

中小企業の皆様が抱える経営や技術上の課題解決を総合的に支援
【支援事例】
株式会社Ｆｉｎｄｅｎ
ドローン、ライブ配信。IT 技術を使用した写真や映像の広告撮影。

広島市西区草津新町1-21-35
 https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/

 082-278-8032　　 
 shinko@ipc.city.hiroshima.jp

公益財団法人広島市産業振興センター

E-02

地域創生学部地域産業コースにおける最新の研究内容として，
①非接触異常診断法のための振動波形抽出法，②継続学習可能なAI モデルによる画像生成の研究，をはじめとした
情報分野の各方面にわたる，さまざまな研究事例について紹介します。

広島市南区宇品東1-1-71
 http://www.pu-hiroshima.ac.jp/

 082-251-5178（代表）　　 

県立広島大学
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E-04

本学情報科学研究科での最新の研究内容と取り組みを紹介いたします。
・多目的音響認識システムARFiNAによる自動音響分析
・非定常音を対象としたCBD-NMFによる音源分離

広島市安佐南区大塚東三丁目４番１号
 https://www.hiroshima-cu.ac.jp/

 082-830-1764　　   082-830-1555
 office-shakai@m.hiroshima-cu.ac.jp

公立大学法人広島市立大学

E-03

社会インフラ整備に関するＤＸの取組みやソリューションとして、デジタル技術を活用したインフラマネジメント、ドローンとＡＩを
活用した防災・減災のＤＸ、三次元計測等の空間情報技術、土木技術分野及び経営管理分野におけるソフトウェア等についてご紹介。

広島市中区江波本町4番22号
 http://www.aratani.co.jp

 082-292-5481　　   082-294-3575
 takamasa.ochi@aratani.co.jp

株式会社荒谷建設コンサルタント・株式会社アライズソリューション

E-05

広島情報専門学校は、専門学校１０校と大学、研究所、ソフトウェア企業２社を持つｅＤＣグループの一員です。開校以来、地元で活
躍するＩＴ技術者の育成に努めてきました。今回は、学生が作成した作品の展示実演や北海道情報大学のＩＣＴ教育を紹介します。

広島市南区比治山本町16-35　広島産業文化センター4F～ 6F
 https://www.hi-joho.ac.jp/

 082-252-4411　　   082-256-4450
 mail@hi-joho.ac.jp

広島情報専門学校

公共 & アカデミックゾーンE

総合ソリューションゾーンF

F-02

ＤＸへの第一歩は「特定業務におけるペーパレス化とプロセスのデジタル化」をお勧めします。「ApeosPlus�desola」のご紹介
手書帳票からデータ入力業務の自動化を実現するソリューションです。
DXを通じ、お客様を成功に導く懸け橋となる存在へ

広島市南区稲荷町2-16
 https://www.fujifilm.com/fb/company/fbj

 082-568-6300　　 
 dgi-fbj-hiroshima-info@fujifilm.com

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社（広島支社）

F-01

ビーライズは、XR領域でサービス提供をおこなうテクノロジーカンパニーです。本展示会では、今話題の“メタバース”を実際に体
験していただき、メタバースについて少しでも知っていただければと思います。その他にも、XR（VR・AR・MR）のご相談も行っ
ております。

広島市中区舟入町2-20　三栄広島ビル2F
 https://berise.co.jp/

 082-532-3092　　 
 contact@berise.co.jp

株式会社ビーライズ

F-03

・日本初の検疫型多要素認証！PC認証、N/W認証、本人認証が完了するまで LANアクセスを許さない最も安全なテレワークを提供
・SEの皆様の工数削減を実現！システム運用に欠かすことのできない設定仕様書の作成を自動化するサービスをご紹介
・InterMapper はグラフィカルなアニメーションでネットワークを可視化し、ネットワーク管理者を強力にバックアップ
・【拠点間通信】免許フリー！60GHz 帯 (V-Band)Siklu ミリ波ギガビットPtoP通信
・NetallyEtherScopenXGネットワークテスタのご紹介

広島市西区草津港1-7-5
 https://musenlan.biz

 03-5403-6342　　 
 info@musenlan.biz

株式会社フェニックス

F-04

中国新聞はマス広告以外もやっています！AI チャットボットでのデジタルソリューションや、GPSを活用したオリコミチラシの最
適化支援、1stParty データやネイティブ広告を活用した商品など、中国新聞グループのデジタルサービスについてご紹介します。

広島市中区土橋町7-1
 https://www.chugoku-np.co.jp

 082-236-2133　　   082-236-2144
 digitalmedia-ad@chugoku-np.co.jp

株式会社中国新聞社
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F-05

ビデオ通話、オンライン診療などのソリューションや業界向けデジタル船員手帳アプリの展示と、家庭用ゲーム機やスマートフォン向
けのゲームソフトを紹介しております。

広島県呉市中通2丁目6-6　寿工業ビル
 https://www.ksol.jp

 0823-21-4956　　 
 info@ksol.jp

株式会社コトブキソリューション

F-06

AI-OCRと従来OCRのハイブリッド型の認識技術を用い、高コスパ×高性能を実現する「FormOCR�v.8.0」を展示します。合わせて、
新しい技術を用いた長距離・広範囲のエリアをカバーできるWi-Fi アクセスポイントを展示致します。

広島市南区比治山本町11-20　NTTDATA比治山ビル1F
 https://www.njk.co.jp

 082-256-0082　　   082-256-0071
 Kado-rt@njk.

株式会社ＮＴＴデータＮＪＫ広島営業所

総合ソリューションゾーンF

F-08

財務、会計、人事・給与、販売・資産管理、経営企画、事業が成長すればするほど増してくる課題に対して、あらゆる角度から応える
幅広いソリューションを提供しています。電子帳簿保存法やインボイス制度などの対応もお気軽にご相談ください。

広島市中区鉄砲町10-12 広島鉄砲町ビルディング9F
 http://www.mjs.co.jp

 082–511–3695　　   082–222–3691
 mjs_hiroshima-info@mjs.co.jp

株式会社ミロク情報サービス

F-09

「痒い所に手が届くソフト」や「どこも思いつかないソフト」をモットーに、システムが零細企業で実現する効率化を伝えたい。
１太陽光発電シミュレーションソフト、２セルフエステ顧客管理ソフト、３鍼灸院施術ソフト、４券売機データ管理ソフトの展示。

広島市西区観音新町4-8-25
 https://nanoplus.co.jp/

 082-532-5022
 info@nanoplus.co.jp

株式会社ナノプラス

F-10

「繋ぐ」をテーマに弊社の持つ様々なソリューションの中から、
特にイチオシの商材を展示しております。
弊社ブースへご来場頂き是非ご体感下さい！
・クラウドとオフィス電話機のハイブリッドコミュニケーション「UNIVERGE�BLUE」
・クラウド顔認証プラットフォーム「FreeiD」

広島市中区千田町3-10-5
 https://chusetsu.co.jp/

 082-241-0111　　 
 k-yamane@chusetsu.co.jp

中国電設工業株式会社

F-07

◆＠OnDemand 接続サービス (支払基金・国保中央会接続 )
マイナンバーカード、顔認証付きカードリーダーを用いて、審査支払機関のオンライン資格確認システムへの接続実演を行うほか、弊
社の設置サービスである「おまかせパック」を紹介します
◆キントーン
開発の知識がなくても最短3分で業務アプリの作成が可能なクラウド型業務アプリ開発プラットフォームを紹介します
◆スマートメンテナンス
ウェアラブル端末と遠隔ソリューションを組合せ、映像・音声を使用した「遠隔現場支援」を紹介します
◆現場の効率化・DX化
スマートフォンを活用した「点検、検査チェックシートのペーパーレス化」、「営業車の運転日報（アルコール検知器にも対応）」、「写
真による物のカウント」、「RFID による物のトレーサビリティ」を紹介します

広島市南区比治山本町11-20 NTTDATA比治山ビル
 https://www.nttdata-chugoku.co.jp/

 082-252-3322　　 

株式会社ＮＴＴデータ中国
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総合ソリューションゾーンF

F-11

昨今の社会情勢の影響もあり、多くの企業で IT インフラを見直す動きが続いておりますが、いま注目されているのが我々HUAWEI
の安定供給力と最新技術です。
現在の半導体不足の環境下で“期待される納期”で製品をお届けいたします。

大阪府大阪市北区梅田 3-3-20　明治安田生命大阪梅田ビル14F
島根県益田市三宅町 1-19
 https://www.huawei.com/jp/

 06-4560-6300　　 
 nakoge.ryuji@huawei.com

華為技術日本株式会社・株式会社ソコロシステムズ共同出展

F-12

・電子帳簿保存法 (電子取引及びスキャナ保存 )に対する文書管理ソリューション「invoiceAgent�文書管理」
・�社内業務の各種データを集約し、集計 /可視化を容易に実現する「Dr.Sum」及び「MotionBoard」について、デモを含めご紹介
いたします。

広島市中区銀山町3-1 ひろしまハイビル21 16F
 https://www.wingarc.com/

 082-535-5291
 inouchi.s@wingarc.com

ウイングアーク 1st 株式会社 中四国営業所

F-13

「STRAMMICシリーズ」
食品・医薬品・化学品・組立加工など幅広く製造業に対応したWEB型の基幹システムです。
「GrowOne メンテナンス」
情報の戦略的活用による業務効率化や収益拡大を支援するアフターサービス業向け基幹システムです。

広島市中区中島町3-25
http://www.nisseicom.co.jp/

 082-247-1200　　 

株式会社ニッセイコム　西日本支社　中国支店

F-13

当社は本社を広島に置き、課題整理から IT システム構築、運用まで一貫したトータルソリューションを展開しています。本展示では、
製造業を中心としたお客さまのDX推進を支援する「現場の稼働状況可視化サービス」「図面AI 読み取り技術」をご紹介します。

広島市中区中町6番13号　広島Kビル7階
https://www.hitachi-ife.co.jp/

 082-541-2350　　   082-541-2346
 shigeru.tanaka.mk@hitachi.com

株式会社日立インフォメーションエンジニアリング

F-13

デジタル活用による新しい解決策の発見へ
現場業務に困りごとがある企業さまの改善に向けた「気づき、きっかけ」となるデジタル活用事例を案内いたします。お気軽に当社ブー
スへお立ち寄りください。

広島市中区上幟町3-33 日立システムズ中国ビル
https://www.hitachi-systems.com/

 082-511-2800　　 
 shohin.otoiawase.ab@hitachi-systems.com

株式会社日立システムズ　中国支社

F-13

しっかりセキュリティ、さよなら不安！
サイバー攻撃、ランサムウェア、不正・過失、取引先からのセキュリティ要求など…現状に不安はありませんか？ぜひ弊社セキュリティ
コンサルティングを活用ください！まずは『簡易セキュリティリスク』で検索！

広島市中区八丁堀３番３３号　広島ビジネスタワー
http:// www.hitachi-solutions-west.co.jp

 082-511-8011　　 
 osamu.muneyoshi.zy@hitachi-solutions.com

株式会社日立ソリューションズ西日本

F-13

「作業安全教育ソリューション」では、ＶＲなどの各種商材を組合わせる事により、「頭で覚える」⇒「身体で覚える」⇒「知識を共有
する」⇒「振返り・現場で活用する」を繰返し実施でき、効果的な循環型研修のしくみを構築・運営する事ができます。

広島市中区袋町５番２５号
https:// www.hitachi-ics.co.jp

 082-248-2838　　 
 https://info.hitachi-ics.co.jp/compliance/email_inq.html

株式会社日立産業制御ソリューションズ　西日本営業所
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“西日本最大級のIT展示会”

総合ソリューションゾーンF

F-14

1. 旅行等のガイドコンテンツ（動画・静止画・音声）を一元管理し①オフライン使用②オンライン使用③専用デバイス使用の３つの
使用方法を可能とするツアーガイドシステム
2. 最新デジタルサイネージソリューション等

広島市中区本川町2丁目6-3
 http://mediadome.co/

 082-235-2010　　   082-295-6628
 kikaku@mix-net.co.jp

有限会社メディアドーム

F-13

ＤＸ化が進む昨今、様々なサービスがオンラインで提供されるなど認証技術の重要性が高まっています。
生体認証の中でも高い精度と利便性を持ち、手を触れずに認証できる非接触型指静脈認証とＰＣログインでの利便性の高い顔認証管理
システムをご紹介します。

広島市中区袋町５番２５号（広島袋町ビル）
http://www.hitachi.co.jp/

 082-541-4111　　 

株式会社日立製作所　中国支社

F-15

ＤＸ全体最適化を前提にワンストップサービスを展示しております。
電子取引対応、インボイス対応を踏まえて法要件対応支援からシステム導入、インフラ最適化、セキュリティー強化等、企業が喫緊に
対応すべきテーマについて様々なサービスを紹介しております。

大阪府大阪市北区角田町8-1　大阪梅田ツインタワーズ・ノース
 http://www.bbs.co.jp/

 06-6940-0050　　 
 mtakimot@bbs.co.jp

株式会社ビジネスブレイン太田昭和（BBS）

F-16

中四国を拠点に、企業や自治体向けのDX、デジタルマーケティング支援を行っています。
DX・マーケティング戦略設計・データ活用・WEB広告・EC運用など、地方の企業が直面する問題に対し『自社にとって何が課題な
のか』を発見する過程から伴走します。

香川県高松市本町10-26
 https://www.ad-sail.jp

 087-816-0261
 web@ad-sail.jp

アド・セイル株式会社

F-17

【コンサル並走×短期集中】個社別プログラムで社内デジタルマーケ人材を半年で育成！�DX�BOOSTERは、コンサルに頼るだけで
なく、貴社Webサイトを題材に社内ノウハウを蓄積。デジタルマーケ担当者の自走を実現できるオリジナルプログラムです。

大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ21F
 https://www.synergy-marketing.co.jp/lp/dx/

 06-4797-2300　　 
 dx@synergy101.jp

シナジーマーケティング株式会社

F-18

コスト削減、ベンダーロックイン回避のため、OSS-DBであるPostgreSQL を活用しデータベースの置換えを検討する企業が増加
しています。EDB�の PostgreSQL は Oracle�DB との互換性が高いため、多くの企業が移行に利用しています。ブースでは移行事
例をご紹介しています。お立ち寄りください。

東京都新宿区西早稲田1-22-3
 https://edbjapan.com/

 070-1262-8131　　 
 Atsunori.watanuki@enterprisedb.com

エンタープライズ DB 株式会社

F-19

AI 分析と広告表示でマーケティング情報の収集を行う「AI サイネージ」と多言語翻訳、筆談に対応した双方向コミュニケーション「受
付システム」などDXを活用したソリューションをご紹介します。

広島市中区幟町13-11明治安田生命広島幟町ビル12F
 http://www.pro-win.co.jp/

 082-502-2800　　   082-502-2776
 syshiro@wsol.co.jp

株式会社ウイン
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総合ソリューションゾーンF

F-21

VRや IoT 等の最新技術、セキュリティに関する相談室等、お客様のニーズに沿ったソリューションを紹介いたします。

広島市中区袋町4番21号
 http:// www.csunnet.co.jp

 082-248-7783　　 
 sansys-sales@csunnet.co.jp

株式会社サンネット

F-20

■エネルギー管理支援ソリューション
　電力や設備状態をリアルタイムに見える化することで最適なエネルギー管理を支援するソリューションをご提案いたします。
■クラウドアプリ
　　「電子取引サービス＠Sign」「IT 資産管理ソフトSS1�クラウドサービス」「ドキュメント管理�eValue�Air」のご紹介。

広島県福山市緑町１番８号
 http://www.bcc.co.jp

 084-291-2475　　   084-921-7890
 sales_ITeig@bcc.co.jp

株式会社ビーシーシー / 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社

F-26

IT/OTをキーワードに、無線応用製品・ロボットによる各種自動化、ＤＸ活用によるソリューションをお届け致します。
全国展開の強みを活かし様々なお困りごとを解決します！
是非、お気軽にお立ち寄りください。

広島市東区光町一丁目13番20号ディア光町ビル2F
 http://www.satori.co.jp

 082-263-0002　　 
 zhs_satori-it2022@satori.co.jp

佐鳥電機株式会社

F-25

様々な場面のＤＸを支援
【optamo】シフト作成ツール　人材活用、働き方改革
【BONX】ハンズフリー IP無線ツール　コミュニケーション円滑化
【secomea】遠隔接続ツール　遠隔設備保守、データ収集
【GeoScan】スマホ3次元測量アプリ　NETIS 認定

広島市中区小町3-25 三共広島ビル６Ｆ
 https://www.kcs.ne.jp/bizservice/

 082-54-7282　　 
 a.furuhashi@kcs.ne.jp

兼松コミュニケーションズ株式会社

F-24

ECサイトの付加価値を高める！
１）Craxe（クレック）
デザインやカラーなどを選択できるオーダーメイド型ECサイト
２）3D�Commerce
商品を様々な角度から3Dで閲覧できるECサイト

大阪府大阪市淀川区西中島3丁目12-15新大阪龍馬ビル601
 https://gitag.co.jp/

 06-6195-7565　　 
 info@gitag.co.jp

合同会社 GITAG

F-23

常設、レンタル LEDビジョン
3000㎡以上の設置実績。企画、製造、販売、設置、保守まで LEDビジョンのトータルカンパニー

東京都港区浜松町1-22-5KDX浜松町センタービル1F
https://irodorinet.jp

 03-6432-0511　　   03-6432-0512
 ds-info@oaroar.com

株式会社オール

F-22

弊社ブースでは「今すぐできるDX化」をテーマとし、会議や建設・製造現場の業務効率化を促進する「デジタルホワイトボード」
をご紹介いたします。

広島市中区上八丁掘4-1 アーバンビューグランドタワー 1104
 https://www.elmo.co.jp/

 082-221-2801
 elmo.ebiss.info@th-grp.jp

テクノホライゾン株式会社 エルモカンパニー
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“西日本最大級のIT展示会”

総合ソリューションゾーンF

F-27

◆Ｆｒａｃｔａ
　ＡＩ水道管劣化診断で更新計画立案をサポート
◆ナノゲート
　給排水管セルフクリーニングシステム
◆ＢＯＧＥＴＳ
　非常時にＬＰガスから『都市ガス』と『電気』を作り出す
◆鳥獣対策
　ドローン、ＡＩ解析で生息域を調査し対策立案をサポート

広島市中区南千田東町2-32
 https://www.solcom.co.jp/

 082-504-3351　　   082-504-3369
 ta-hamada@solcom.co.jp

株式会社ソルコム
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